
タピオカミルクティー好きなら発祥地の台湾を絶対に訪れるべき！　

食べ物を通じて台湾を知ることはツウの楽しみ方です！

タピオカミルクティーのほかにも、皮が薄くて餡がたっぷりの小籠包や、それぞれ幸運をもたらす意味がある、

餡が抜群に美味しい様々な伝統菓子もあります。

グルメだけではなく、カルチャースポットなどを回り、故宮博物館で芸術品を鑑賞するのもお勧めです。

台湾の楽しさは想像以上！

タピオカミルクティー 
のファンのみなさん

発祥地へようこそ



1

世界のブランド品、化粧品、家電、軽食、レストランなど国内でも有数の

ラインナップが揃っています。台湾のトレンドライフ、美食、ハイセンスな

台湾工芸をまとめて体験できる台湾最大のデパートです。

一定額購入ギフト

- ギフト申請はカード1枚につき1日1個までです
- ギフトの引換えにはパスポート、Visaカード、
  同一Visaカードによるお支払伝票（お客様控え）、ご購入明細表が必要です
- 国内全支店に適用します

お買上金額がTWD 2,000以上で税金還付を受けることができます

- 税金還付お手続き/ギフト引換場所：各店税金還付サービスカウンター
  にてお手続きいただけます

2020/1/1から 2020/12/31まで
1店舗で当日合計TWD 10,000以上Visaカードでお買い上
げいただいた方で、クレジットカード/パスポート(または出入国の証明)
を当店サービスカウンターにご提示いただいた方に特別なギフトをお渡しします

ショッピング

新光三越

+886-800-008-801
www.skm.com.tw/Foreigner/ja/
Foreign/Index
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最大10% o�及びギフト

台北101 MALLは世界の流行と美食を取り揃えてお客様のニーズを満た

します。各フロアに世界レベルの上質で美しい建築芸術を見事に凝縮

し、館内に無限の趣を湛えています。快適で楽しいショッピングをお楽しみ

いただけます。

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードを使用して台北101国際VIPカードを申請する外国人観光客には、

割引が適用されます

最大10% off

- 台北101展望台のチケット/お土産10% off

- ショッピングモールでのお買い物から10% off

- 館内ブティックでのお買い物から10% off

スペシャルギフトのプレゼント（B1デスクでの引き換えが必要）

当日お買上金額計T WD 15,000以上で、

さらに「台湾特産蜂蜜ギフトセット」1つをプレゼントいたします

- 専用の「ウェルカムパック」のプレゼント

税金還付お手続き

- お買上金額がTWD 2,000以上で税金還付を受けることができます

注意事項：

- 外国のパスポート(または台湾入国許可証)

  をお持ちの旅行者が国外で発行された

   Visaカードをご使用の場合に限ってご利用いただけます

- カード所有者のお買い上げ額がキャンペーンの条件を満たす場合、

  条件1つを選んでギフトをお受け取りください

- ギフト申請はキャンペーン期間中、カード1枚につき1日1回までです。

  別の日の金額との合算はできません 

- B1デスクで当日のレシートとご購入明細表を提示してお手続きをしてください

- 本キャンペーンのお買い上げ金額は新台湾ドルで計算します 

- ギフトは数量限定ですので、なくなった場合はお渡しできません。

  キャンペーンはギフトがなくなった時点で終了します

- 台北101はキャンペーンの変更、最終的な解釈、停止について権利を有します。

  キャンペーンについては、店内の告知をご覧ください

- キャンペーンの優待と他の優待の併用はできません

- キャンペーンの優待が各国の法律、特別な規制、

  税制と抵触する場合、本キャンペーンは無効となります

台北市信義区信義路五段7号

+886-2-8101-7777 (台北MRT 台北101駅4番出口)

www.taipei-101.com.tw

ショッピング

台北101
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高雄市前金区成功一路266-1号

+886-7-215-7266

www.hanshin.com.tw

- 景品への交換の際は、パスポート、Visaカード、

カードのお支払い伝票、レシートをご提示ください

- 景品の交換はカード1枚につき1日1個までです

- 館内キャンペーンとの併用、また換金や返金はお受けできませんので、ご了承ください

- 漢神百貨と漢神アリーナショッピングプラザのレシート合算はできません

- 引換え場所：クレジットカードサービスセンター

- 詳しくは店内のお知らせをご確認ください

ショッピング

漢神百貨
Visaカードご利用プレゼント

漢神百貨は世界クラスの都市型総合百貨店です。あらゆるお客様のニーズにお応

えするため、万全の品揃えとサービスでお客様をお迎えしています。およそ50もの

インターナショナルブランドや種類豊富なグルメを展開するなど「ワンストップ」に上質

な衣・食・住・育・楽を一度で満喫いただける高品質な百貨店です。また南台湾

では唯一の都市区特約免税カウンターを設けております。

2020/1/1から 2020/12/31まで

当日Visaカードでお買い上げ金額がT WD12,000以上のお客様に、

「トラベルリュック」を1つプレゼントいたします



ショッピング

「多彩な生活へ、夢はここから始まる」をコンセプトとする漢神アリーナショッピングプラザは、

漢神百貨の運営チームが手掛けた時代のトレンドとともに歩む新時代の百貨店です。

広さ約7万平方メートルの売場には2 8の人気レストランをはじめご家族皆様がご満足

いただける品揃えを心がけております。従来の百貨店とは異なり「モノを売る場所」という

考え方ではなくお客様に満足いただける台湾で最もおしゃれな「ライフスタイルの情報発

信地」を目指しております。
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高雄市左営区博愛二路777号

+886-7-555-9688

www.hanshin.com.tw

2020/1/1から 2020/12/31まで

当日Visaカードでお買い上げ金額がT WD12,000以上のお客様に、

「トラベルリュック」を1つプレゼントいたします

-  景品への交換の際は、パスポート、Visaカード、

  カードのお支払い伝票、レシートをご提示ください

-  景品の交換はカード1枚につき1日1個までです

-  館内キャンペーンとの併用、また換金や返金はお受けできませんので、ご了承ください

-  漢神百貨と漢神アリーナショッピングプラザのレシート合算はできません

-  引換え場所：クレジットカードサービスセンター

-  詳しくは店内のお知らせをご確認ください

漢神アリーナ
ショッピングプラザ
Visaカードご利用プレゼント
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一流ブランド専門店街です。リージェント台北の地下 1 階・ 2 階に位置

するリージェント・ギャレリアは、世界の有名ブランドが50以上も軒を連ね、

専屬のアシスタントとガイド付きで快適にお買い物をお楽しみいただけ

ます。　

- Visaカードご利用分のみの適用となります

- 他の優待との併用はできません

- 詳細については店内の告知をご覧ください

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して当日合計TWD 5,000以上

お買い上げいただいたお客様に、

「秘密花園特選アメリカンコーヒー」を1つプレゼントします

台北市中山区中山北路二段39巷3号

+886-2-2562-7800

www.regentgalleria.com

ショッピング

リージェント台北麗晶精品
一定額購入ギフト
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カルフールは1959年にフランスに設立され、1963年にフランスに最初の量

販店をオープンさせました。1999年、Promodesを合併してヨーロッパ一、

世界第二の大手小売企業に成長しました。Carrefourは創業当時の親

会社のフランス語名です。台湾国内店の訳名「家楽福」は、「どの家庭も

楽しく幸せ」を意味し、カルフールの経営理念を実によく反映しています。 

ショッピング

カルフール
優待バーコードご提示で会員料金

2020/4/1から 2021/3/31まで

お支払いの際、Visa公式Webサイトのカルフール優待バーコード

(写真やプリントアウトも可)とパスポートをご提示ください

Visaカードをご提示いただいた場合、当日お買い上げ金額TWD 2,000以上で税

金還付手続をいたします

- 台湾全支店適用

- Visaカードでのお支払いに限り優待利用可

- 特価品、一部商品は対象外www.carrefour.com.tw

+886-809-001-365



無国籍料理 多様な選択肢

松鶴レストランは百以上の料理を取り揃えたビュッフェがあり、中華、西洋、日本

の美味をまとめてご堪能いただけます。中が見えるオープン型厨房でシェフが技を

凝らし、新鮮でバラエティ豊かな味をお楽しみいただきます。

一定額購入ギフト

台北圓山大飯店
松鶴レストラン
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台北市中山区中山北路四段1号

+886-2-2886-8888

www.grand-hotel.org

グルメ

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して圓山飯店内の松鶴レストラン、金龍レストラン、圓苑レストラン、

グランドステーキのレストラン4店でお支払いください。

当日お支払金額合計T WD6,600以上で「財運祈願貨布型キーホルダー」を1つお渡しします

- 有効なVisaカードを使用してお支払いください。ギフトお受け取りの際は、

  パスポート (または出入国の証明)、Visaカード、同一カードのお支払伝票、レシートをご提示ください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- ギフト申請はカード1枚につき1日1個までです

- ギフト引換場所：ホール1階ショップのカウンタ

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください



国宴指定レストラン 広東料理の有名店

抜群の眺めを誇る金龍レストランは、快適で広い店内から台北101、大直橋、基隆河

ほとりの美しい景観をお楽しみいただけます。国際及び両岸の料理コンテストで多数の賞を

獲得した許耀光シェフが腕を振るい、得意のクエハタと揚げ米の蝦スープ、牛のスペアリブ

特製ソース仕上げ、菊花の豆腐スイートスープ等、創意溢れる料理でお客様を魅了します。

一定額購入ギフト

台北圓山大飯店
金龍レストラン
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グルメ

台北市中山区中山北路四段1号

+886-2-2886-8888

www.grand-hotel.org

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して圓山飯店内の松鶴レストラン、金龍レストラン、圓苑レストラン、

グランドステーキのレストラン4店でお支払いください。

当日お支払金額合計T WD6,600以上で「財運祈願貨布型キーホルダー」を1つお渡しします

- 有効なVisaカードを使用してお支払いください。ギフトお受け取りの際は、

  パスポート (または出入国の証明)、Visaカード、同一カードのお支払伝票、レシートをご提示ください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- ギフト申請はカード1枚につき1日1個までです

- ギフト引換場所：ホール1階ショップのカウンタ

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください



一定額購入ギフト

台北圓山大飯店
圓苑レストラン
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本場の江浙料理 鮮度、美味、美観を強調

高級淮揚料理、中国北方の伝統軽食、点心で知られるレストランです。料理長の王泉益

は、決して化学調味料を使用せず、火加減、時間、自然の植物性香辛料にこだわって

丹念に調理します。蒋介石夫人の宋美齢が愛した小豆ケーキは独特です。美味をとお

して感動を与えます。

グルメ

台北市中山区中山北路四段1号

+886-2-2886-8888

www.grand-hotel.org

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して圓山飯店内の松鶴レストラン、金龍レストラン、圓苑レストラン、

グランドステーキのレストラン4店でお支払いください。

当日お支払金額合計T WD6,600以上で「財運祈願貨布型キーホルダー」を1つお渡しします

- 有効なVisaカードを使用してお支払いください。ギフトお受け取りの際は、

  パスポート (または出入国の証明)、Visaカード、同一カードのお支払伝票、レシートをご提示ください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- ギフト申請はカード1枚につき1日1個までです

- ギフト引換場所：ホール1階ショップのカウンタ

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください



一定額購入ギフト

台北圓山大飯店
グランドステーキ
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ドライ/ウェットエージングビーフステーキ　フレッシュサラダバー

曽嘉星を筆頭とするシェフチームによるドライ、ウェットエージングビーフステーキ、グリ

ル 、 フ レ ッ シ ュ サ ラ ダ と チ ー ズ 、 ス パ ゲ テ ィ 、 ピ ザ 等 の オ リ ジ ナ ル 料 理 。 な か で も フ レ ッ

シュレタス・チーズのビュッフェバーは、野菜、果物、オリジナルサラダからデザートまで

豊富に取り揃え、ヘルシーで美味しい料理をお楽しみいただけます

グルメ

台北市中山区中山北路四段1号

+886-2-2886-8888

www.grand-hotel.org

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して圓山飯店内の松鶴レストラン、金龍レストラン、圓苑レストラン、

グランドステーキのレストラン4店でお支払いください。

当日お支払金額合計T WD6,600以上で「財運祈願貨布型キーホルダー」を1つお渡しします

- 有効なVisaカードを使用してお支払いください。ギフトお受け取りの際は、

  パスポート (または出入国の証明)、Visaカード、同一カードのお支払伝票、レシートをご提示ください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- ギフト申請はカード1枚につき1日1個までです

- ギフト引換場所：ホール1階ショップのカウンタ

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください
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国立故宮博物院敷地内にある「故宮晶華」は、中華美食文化の普及

とP Rを重大な使命とし、メニュー内容と食器の設計に故宮の展示物の

要素を取り入れています。味へのこだわり、サービス、店内の雰囲気は

伝統を現代風に解釈した独特なものです。多様な美食と幅広い価格

帯で、世界中のお客様とグルメファンに、歴史的名品をじっくり鑑賞する

と同時においしい料理をご賞味いただいています。

台北市士林区至善路二段221号

+886-2-2882-9393

www.silkspalace.com.tw

グルメ

故宮晶華
キンモクセイと小豆のケーキプレゼント

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードを使用して1回にTWD 1,000以上お支払いいただいた場合、

「キンモクセイ小豆ケーキ」1つ(3個)プレゼントします

- 故宮晶華1Fレストランのみ適用

- 旧正月期間2021/2/10から2021/2/16までは適用しません

- 詳細は店内のお知らせをご確認ください
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グルメ

鮮度抜群の台湾トップクラスの海鮮レストラン-「頂鮮台南担仔麺 台北101店」は

台湾で一番の高さを誇る高層レストランでもあります。台北を見渡せる最高の眺め

をお楽しみいただけます。昼間は都会ならではの風景を満喫でき、夜はきらびやかな

夜景を堪能することができます。創業以来、最高なサービスを目指して、料理の

新たな可能性を追求し、また鮮度、更なる高みに挑戦し続け、やがて台式グルメの

伝説になりつつあるお店となっています。

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードでお支払いいただいた場合、

1.平日休日ランチ、ディナーの際、「シェフ特製総菜」を1つプレゼントします

2.誕生月にご予約いただいた場合、「桃のバースデーケーキ」を1つプレゼントします
-  お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

-  他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

-  キャンペーンは店内お食事に適用します。テイクアウトは適用外です

-  カード1枚につき1皿プレゼント

シェフ特製総菜プレゼント

頂鮮台南担仔麺
台北101店

台北市信義区信義路5段7号86階1(台北101大楼)

+886-2-8101-8686 (台北MRT 台北101駅4番出口)

www.dingxian.com.tw/jp
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昔ながらの味と現代の食、台湾料理の伝統と今がここに集結

1977年台北市双城街でスタートした「欣葉台菜」は、欣葉グループの最初のブランドです。台湾人が

子供のころから慣れ親しんできた台湾料理は、素材本来の味を生かす料理です。欣葉の看板メニュー

である煎猪肝（豚レバー炒め）、糖醋排骨（豚スペアリブの甘酢がけ）、捆焼河鰻（鰻の揚げ煮）、食後

のデザートとして欠かせない杏仁豆腐、杏仁茶、鴛鴦酥（鴛鴦パイ）など、小吃や清粥小菜（お粥と

小皿料理）のほか、家庭料理や酒家菜の数々をぜひご賞味ください。たくさんの台湾人の成長に寄り

添い40年、台湾料理界で努力を続け、海外に住む台湾人が心の奥底で思い続け、訪台外国人からも

第一にご指定いただくレストランとなりました。

《ミシュランガイド台北2018 & 2019》ミシュランプレート-欣葉台湾料理創始店。

- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- キャンペーンは店内お食事に適用します。テイクアウトは適用外です

- 優待は1テーブルにつき1回のみご利用いただけます。

  同伴の会員様との別会計はできません

- 創始店、双城会館(ランチは適用外)、南西店、忠孝店、信義A9店に適用します

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードでお支払いいただいたお客様に、「季節のデザート」を1つプレゼントします

欣葉台湾料理
季節のデザートプレゼント

グルメ

+886-2-2596-3255
www.shinyeh.com.tw/content/zh/
brand/Index.aspx?BrandId=1
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台湾料理に新風を吹き込む欣葉小聚

2013年にオープンした「欣葉小聚」は、若い世代をターゲットにした会食向きのカジュアルでスタイリッシュな

台湾料理店です。小聚のシェフは若いころから台湾料理界で精進し、台湾料理に蘊蓄が深く、その技は

一流です。生活の中からインスピレーションを得たオリジナル料理は、様々なソースや調理方法を駆使し、

伝統的かつクリエイティブな現代風の味です。伝統的な煮込み豚足を改良した「三杯Q弾猪脚（プリプリ豚足

の三杯ソース炒め）」、台湾語の語呂合わせから命名したしし唐とピータンの炒め物「青竜皮皮挫」、お焦げ

付きの「海鮮酸辣湯」、オリジナルトッピングの「宝島季節氷（季節のかき氷）」をご用意しています。丁寧に盛

り付けされた大皿料理は、メニュー選び、組み合わせ、味、ご予算のすべてでご満足いただけると存じます。

ご家族の集まりや友人仲間で、お気軽に台湾料理をお楽しみください。

《ミシュランガイド台北2019》ビブグルマン獲得-欣葉小聚南港店。

- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- キャンペーンは店内お食事に適用します。テイクアウトは適用外です

- 優待は1テーブルにつき1回のみご利用いただけます。

  同伴の会員様との別会計はできません

- 環球店、林口店、南港店に適用します

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードでお支払いいただいたお客様に、「季節のデザート」を1つプレゼントします

グルメ

欣葉小聚
季節のデザートプレゼント

+886-2-2785-1819
www.shinyeh.com.tw/content/zh/
brand/Index.aspx?BrandId=3
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台北市中山区敬業三路20号5階(美麗華百楽園)

+886-2-8502-5358
www.shinyeh.com.tw/content/zh/
Brand/Index.aspx?BrandId=8

目が吸い寄せられるおいしい今風茶楼

斬新なコンセプトの唐点小聚。洗練された多様な点心と川揚（四川と揚州）の小吃（軽食）を組み

合わせ、広東料理の手法をベースに中国各地の料理を融合、さらに南洋風料理をも提供しており、

香港の伝統的な飲茶や広東料理のイメージを覆したフュージョンレストランです。料理の味だけでな

くオリジナリティー溢れる造型にも力を入れており、おもしろ点心がたくさんあるフォトジェニックなスポット

としてSNSで注目を集めています。唐点小聚は、伝統的な茶楼と一線を画すモダンなお店です。

斬新でポップな楽しい雰囲気の中で、お食事をお楽しみください。

- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- キャンペーンは店内お食事に適用します。テイクアウトは適用外です

- 商品がなくなった場合、同等価格の商品をお渡しします

- 優待は1テーブルにつき1回のみご利用いただけます。

  同伴の会員様との別会計はできません

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードでお支払いいただいたお客様に、「バラ型マントウ」を1つプレゼントします

唐点小聚
点心プレゼント

グルメ



ここの起源は1895年まで遡ります。洪という漁師の一家は、漳州から府城台南に

移り住み、漁をして暮らしていました。海の風波が大きく漁師の閑散期になる毎年

4月の清明節から10月の中秋節までを漁師たちは小月と称し、この小月に洪漁師

は一家を養うため麺を売り歩きました。その独特の味が評判となったため、漁を辞

めて麺を売ることに。担仔と呼ばれる天秤棒で担いで街中を売り歩いたことから、

（度小月担仔麺）という名前が付けられました。

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して当日合計TWD 300以上お買い上げいただいた場合、

「デザート」1つプレゼント

- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

-  キャンペーンは台南中正旗艦店、台北忠孝店、

  台北永康店、台北迪化店に適用します

-  詳細は店内のお知らせをご確認ください
16

www.noodle1895.com

+886-2-3393-1325

度小月
デザートプレゼント

グルメ
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-  お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

-  他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

-  キャンペーンは店内お食事に適用します。

  テイクアウト、ケータリングサービス、宅配は適用外です

-  詳細は店内のお知らせをご確認ください

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードでお支払いいただいた場合、

「スペシャルデザート」1つプレゼント

台北市中山区中山北路一段105巷10号

+886-2-2571-3859 (台北MRT 中山駅2番出口)

www.aoba.com.tw/chingye

台湾料理の創始者─青葉の料理

青葉の料理は、伝統的な台湾料理です。素朴であたたかい家庭的な台湾料理、

今も、台湾各地に受け継がれる伝統的な料理をベースに、様々な中華料理の持

つ要素取り入れ、唯一無二の台湾料理を作り続ける。それが、我々のポリシーで

す。200種の台湾料理をベースに一つ一つ心ろ込めて作った青葉の料理、どうぞ心

ゆくまでお楽しみください。

青葉餐庁-中山店
スペシャルデザートプレゼント

グルメ



「大来小館」は、かつてそぼろ肉かけご飯コンテストで1位を獲得しました。またサク

ラエビとタケノコの炒め物、ナスの肉挟み、カレイと白菜の煮込み、ニンニクの芽とボ

ラの肝の炒め物、豚足の煮込み、大腸、豚ホルモン、牡蠣のおろしにんにくがけ、

鶏肉ロール揚げ等、美食家をうならせる創作台湾料理と上質な伝統軽食を多数

揃えています。大型宴会にもちょっとした飲み会にも最適です。

2020/1/1から  2020/12/31まで

Visaカードでの平日1回のお支払金額T WD 2,000以上で5% o�

-  お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

-  他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

-  永康店、金華店のみに適用します

-  原価の10%に相当するサービス料を別途頂戴します

-  お酒、ドリンクは割り引きいたしません

-  祭日は適用しません

-  詳細は店内のお知らせをご確認ください

大来小館

18

5% o� 

グルメ

www.dalaifood.com.tw

+886-2-2357-9678
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台北市信義区松智路17号4階(微風南山)

+886-2-8786-8988
www.shinyeh.com.tw/content/zh/
Brand/Index.aspx?BrandId=9

蟹舞

グルメ

平日指定ドリンク1杯
購入につき1杯おまけ

手づかみで食べ　思いっきり踊る

ネクタイを緩めて気分を解放、45分ごとの興奮の渦。シンガポール発の当店は、アメリカ

南部のクラシカルなケイジャン料理をベースに、日本の魅力もプラス。手づかみでダイナミック

に食べると楽しさいっぱい。シーフードやお酒を豪快に頬ばりながら、ワイワイ楽しい雰囲気

をお楽しみください。

- お食事前にパスポートもしくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- キャンペーンは店内お食事に適用します。テイクアウトは適用外です

- 優待は1テーブルにつき1回のみご利用いただけます。

  同伴の会員様との別会計はできません

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードでお支払いいただいた場合、平日指定ドリンク1杯購入につき1杯おまけ
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2020/4/1から 2021/3/31まで
台湾の鼎王麻辣鍋でVisaカードとパスポートまたは居留証をご提示いただいた場合、
無料で鴛鴦鍋にグレードアップいたします(価格TWD 150)

- 祭日：児童節清明節の連休(4/2-4/5)、母の日(5/10)、端午節の連休(6/25-6/28)、
  父の日(8/8)、中秋節の連休(10/1-10/4)、国慶日の連休(10/9-10/11)、
  クリスマス (12/25)、大晦日(12/31)、元旦(2021/1/1)、旧正月の連休(2/10-2/16)、
  228の連休(2/28-3/1)は適用外です
- お食事前にパスポートもしくは居留証と有効なVisaカードをご提示のうえ、
  全額を同カードでお支払いください
- 鴛鴦鍋のだしの料金(TWD 150/テーブル)は頂戴いたしません。
  基本料金(1人当たりの料金)は適用外です。また他の優待との併用はできません
- ミニマムチャージはTWD 650/テーブルです
- 優待内容の換金や他商品との交換はできません
- テイクアウト、宅配、ケータリングサービスは適用外です
- 詳細は店内のお知らせをご覧ください

鼎王麻辣鍋は1991年に設立されました。次々と転換を重ねて伝統中華芸術と

現代の美学を店内に取り入れ、スタッフのお辞儀を開始しました。メニュー、サー

ビス、器から環境まで、五感でお楽しみいただけるお食事タイムを演出いたしま

す。評判とサービスが自慢のおしゃれな激辛鍋レストランです。

美食グルメ

鼎王麻辣鍋
鴛鴦鍋無料グレードアップ

www.tripodking.com.tw
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無老鍋のアイスクリーム・パン豆腐鍋は国内外のお客様に愛されてきました。お辞儀を
取り入れたもてなしは、控えめで感謝を忘れない中国人らしい作法です。「顧客第一」
のコンセプトを起点として気の利いたサービスを実施しています。真心のあるサービスと
奉仕は鼎王レストラングループの特色です。「この世の楽園」を思わせる環境をご
用意し、メニュー、サービス、器から店内の雰囲気まで、五感で楽しめるおしゃれなお
食事のひとときを演出します。

無老鍋
鴛鴦鍋無料グレードアップ

グルメ

2020/4/1から 2021/3/31まで
台湾の無老鍋でVisaカードとパスポートもしくは居留証をご提示いただいた場合、
無料で鴛鴦鍋にグレードアップいたします(価格TWD 180)
- 祭日：児童節清明節の連休(4/2-4/5)、母の日(5/10)、端午節の連休(6/25-6/28)、
  父の日(8/8)、中秋節の連休(10/1-10/4)、国慶日の連休(10/9-10/11)、クリスマス (12/25)、
  大晦日(12/31)、元旦(2021/1/1)、旧正月の連休(2/10-2/16)、
  228の連休(2/28-3/1)は適用外です
- お食事前にパスポートもしくは居留証と有効なVisaカードをご提示のうえ、
  全額を同カードでお支払いください
- 鴛鴦鍋のだしの料金 (TWD 180/テーブル)は頂戴いたしません。
  基本料金(1人当たりの料金)は適用外です。また他の優待との併用はできません
- ミニマムチャージはTWD 650/テーブルです
- 優待内容の換金や他商品との交換はできません
- テイクアウト、宅配、ケータリングサービスは適用外です
- 詳細は店内のお知らせをご覧ください

www.wulao.com.tw
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萊爾富

www.hilife.com.tw

+886-800-022-118

グルメ

- 本優待は台湾国外で発行されたVisaカードの会員(以下「会員」)本人様を対象とします。

  Visaカードに下記の状況が発生した場合、本優待を利用する権利が消失します。

  不良債権引当金、強制使用停止、模造による使用停止、使用停止申請、口座残額不足、

  決済機能未設定のカード、決済機能満期

- Visaカード実物を使用し、端末に挿入する、或いはかざす方法でお支払いください

  (Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay/garmin pay/�t bit pay/hami pay含む)。

  バーコード読み取りによるお支払い方法はご利用いただけません(LINE Pay、街口支付、直接付等)

- 他の優待との併用はできません

- 優待の内容や料金の変動につきましては、優待専用サイトのお知らせをご参照ください

- 店舗検索：www.hilife.com.tw/storeInquiry_service.aspx

2020/4/1から 2021/3/31まで

台湾国内の萊爾富店舗で以下のHi Café商品をお買い上げの

際にレジ係員に優待バーコードを提示し、

Visaカードでお支払いいただいた場合、30% off
1. Hi CaféアイスアメリカンコーヒーLサイズ

2. Hi CaféホットアメリカンコーヒーLサイズ

コンビニエンスストア萊爾富は年中無休で営業し、街の路地内を明るく照らしています。

経営理念は熱意、積極、真剣、革新です。常に国内外の優良商品を導入し、お客様の

ためにハイクオリティな生活を追求します。また流通の力により公益団体を支援し、公共

サービス事業に協力しています。萊爾富は地域の一員として商品販売により便利な生活を

支えています。

Hi Café 30% o� 

Visa外籍旅客咖啡優惠條碼
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上質で香りの良い天然茶葉を使用し、お茶に合った料理とデザートが楽

しめます。東洋美人フレーバーのスープ入り小龍包とタピオカミルクティー

（珍珠奶茶）が特に人気で、お勧めです。

5% o� 

グルメ

天仁喫茶趣

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードでの一回のお買上金額がTWD 1,000以上で5% o�

（レシート合算は不可）

- 台湾内すべての支店と店舗で適用されます

- 他の優待との併用はできません

- 詳細については店内の告知をご覧ください

www.chafortea.com.tw

+886-800-212-542
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1 9 5 3年に設立され、世界で 1 8 7店舗を展開する人気の中国茶専門

店。 天仁茗茶は ISO 22000、HACCP、 ISO 9001三項目の適合資格

を有し、2 0 1 1年「台湾商業サービス業優良ブランド」唯一の茶葉類の

受賞者に輝きました。天仁茗茶は台湾茶業のチャンピオンブランドで

す。

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードでの一回のお買上金額がTWD 1,000以上で5% o�

（レシート合算は不可）

- 台湾内すべての支店と店舗で適用されます

- 他の優待との併用はできません

- 詳細については店内の告知をご覧ください

5% o� 

グルメ

天仁茗茶

www.tenren.com.tw

+886-800-212-542
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贈答品を主に取り扱う「ケーキ、ギフト専門店」です。プロフェッショナルで

洗練されたブランドイメージで糖村ならではの幸運の味を皆様にお伝え

いたします。

多数の賞を獲得したヌガーは、ぜひともご賞味いただきたい名菓です。

- プレゼントはお1人様1つのみです

- 本キャンペーンは国内11店舗 (台北敦南店/台北敦南二店/台北瑞光店/

  竹北自強店/竹北文喜店/台中崇徳店/台中向上店/台中旗艦店/

  台中福雅店/台中逢甲店/金門店)限定です

チェック柄エコバックプレゼント

2020/1/1から 2020/12/31まで

指定店でVisaカードを使用して1回計TWD 3,000以上お買い上げいただいたお客様に、

糖村オリジナルチェック柄エコバッグ1つプレゼント

糖村

グルメ

www.sugar.com.tw

+886-800-063-188
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旧振南餅店

美食グルメ

5% o� 
旧振南餅店は1890年の創業より、喜び、信用をモットーとして、おいしい

上質の手作り伝統菓子を作り、台湾の味と地方の特色を世界各地に

伝えてまいりました。　　  

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードでお支払いいただいた場合、ギフトセット5% o�
- 台湾全支店適用

- 特価品、引き菓子、一部商品は対象外

- 他の優待との併用はできません

- 詳細については店内の告知をご覧ください

www.jzn.com.tw

+886-7-701-5186



27

2020/4/1から 2021/3/31まで

パスポートをご提示の上、Visaカードでの

一回お買上金額TWD 2,200以上で5% o�（レシート合算は不可）

- 台湾すべての支店と店舗で適用されます(南門本店は適用外)

- 特価品、一部商品は対象外

5% o� 

グルメ

快車肉乾

快車肉乾は台北南門市場での創業当初より、安価で上質な台湾の美食

をご提供しています。30年以上の老舗として歳月を経ても変わらない懐かし

の台湾の味を伝えています。厚さわずか0.01cmのアーモンド風味ポーク

ジャーキーと厚さ1cmもの特厚ポークジャーキーは、180日かけて醸造した家

伝の醤油に漬け込み真空状態でもみ込んだ後、高温のオーブンで焼き上げ、

厚さ、焼き具合、色の三拍子にこだわって、巧みに火を加減します。ご贈答品

に最適です。

www.kuaiche.com.tw

+886-2-2226-7777
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阿美麻糬

花東地区の老舗ブランド「阿美麻糬」。麻糬は昔アミ族の人に「杜倫」と呼ばれ、

お祭りや記念日しか食べられない貴重なお菓子でした。夫婦が同室で休むことを

禁じる「禁房節」があった時代、アミ族の女性は丹精込めておいしい杜倫を作り、

漁に出向く夫に持たせて辛さを紛らわせました。アミ族の杜倫の製作技術を受け

継ぎ、先住民の伝統食を改良して量産しました。花東で最初に粟を材料に使用

した特産品ブランドです。

- 花蓮地区の中正店、中華店、南浜営業所、駅前店、駅内店、光復店に適用します

- 特価品、一部商品は対象外

- 他の優待との併用はできません

- 詳細については店内の告知をご覧ください

2020/4/1から  2021/3/31まで

Visaカードとパスポートをご提示いただいた場合、オリジナル商品が5% o�

www.amis-mochi.com.tw

+886-800-420-033

5% o� 

グルメ
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太陽堂老店

2020/4/1から 2021/3/31まで

Visaカードでのお買上金額TWD1,000以上で5％ o�

-  詳細は店内の告知をご確認ください

-  直営店(台中自由路)のみ適用

5% o� 

台中市中区自由路二段25号

+886-4-2220-0012

www.sunbooth.com.tw

グルメ

太陽堂老店の太陽餅は半世紀の歴史を誇る、人気の台湾土産です。

一代目が麦芽膏餅としてスタートした餅は、二代目雷文雄によって改良を

加えられ、サクサクした薄めの皮と軟らかい餡の太陽餅となり、その名を広く

知られる人気商品になりました。さらに、従来の砂糖をトレハロースに代える

ことにより低カロリー化を実現。新しく太陽餅3.0時代を切り開きました。

フレーバーは伝統はちみつ、黒糖、コーヒー、胚芽、タロイモ味があります。
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台南市中西区和意路1号

+886-6-213-6290

www.silksplace-tainan.com.tw

ホテル

シルクスプレイス台南
宿泊ギフト
台南市中西区に位置するシルクスプレイス台南（台南晶英酒店）はFIHリージェントホテルグ

ループ傘下の5つ星です。新光三越新天地デパートや新光三越小西門商業エリアに隣接し、

徒歩で市内に点在する古跡を巡ることができるほか、高速鉄道の台南駅、台南科学園区

まで車で約30分とビジネスでも観光でもたいへん便利なロケーションにあります。ホテルには

2 5 5 の客室のほか、天井の高さ 6 m 、柱のないスペースで百卓の宴会が開催できる大型

バンケット、多目的にご利用いただける会議室、地元産食材を豊富に用いた中華料理と

西洋料理のレストラン、プール、ヘルスクラブ、キッズクラブを完備した4階レジャーフロアなどの

施設がございます。

- チェックインの前にフロントでVisaカードとパスポートを提示し、Visaカードでお支払いください
- 実施期間は2020/1/1~2020/12/31の日曜日~金曜日です。土曜日及び連休は適用外です
- 1日3部屋まで
- カード1枚の1回のご予約につき1回のみ優待をご利用いただけます
- 他の優待宿泊プランとの併用はできません。また、お得意様ポイントプランへの加算もできません
- 未記載の事項についてはホテルのをご覧ください。本優待は修正、変更、終了する場合があります

2020/1/1から 2020/12/31まで

Visaカードを使用して台南晶英酒店のホームページで「一般フロア客室朝食付きプラン」

または「一般フロア客室朝食なしプラン」をご予約いただいた場合、

台南晶英酒店オリジナル缶入り茶葉を1つプレゼントします

(なくなった場合、他のギフトに変更します)  
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www.justsleep.com.tw
+886-2-7735-5000

台北林森館:
台北のおしゃれなショッピングエリアに近いナイトライフの中心地に
位置するホテル +886-2-2568-4567
• 全客室ハーゲンダッツのアイスクリーム(100ml)2つプレゼント
  (一部客室タイプは朝食プレゼント)

台北西門館：
歴史的情緒と活力がみなぎる西門町ビジネスエリアのホテル +886-2-2370-9000
• 全客室ハーゲンダッツのアイスクリーム(100ml)2つプレゼント
  (一部客室タイプは朝食プレゼント)

台北三重館：
MRT 三和国中駅付近。新しいライトインダストリアル風建物です  +886-2-2280-7111
• 全客室茶山房のソープ1セット (2個入り)とドリップコーヒーバッグ2袋プレゼント
  (一部客室タイプは朝食プレゼント)

宜蘭礁渓館：
礁渓エリアの代表的なデザインホテル +886-3-910-2000
• 一部客室タイプは朝食プレゼント、
  全客室茶籽堂トラベルセット1つプレゼント(日本式客室　清は適用外です)

- チェックイン時にフロントでVisaカードを提示し、Visaカードによるお支払いが必要です
- 本キャンペーンではポイントはお使いいただけません。
  また、その他の優待キャンペーンとの併用はできません
- 本特典は祭日と展示会開催期間中は適用されません。
  金曜、土曜、祭日の宿泊追加料金につきましては当ホテルのお知らせに準じます

高雄中正館：
高雄市芸術文化センターに近くのホテル、MRT駅から徒歩3分 +886-7-972-3568
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD 300ディスカウント
  （朝食付きの客室タイプあり）

高雄站前館：
台湾鉄道高雄駅、MRT高雄駅から徒歩わずか2-5分 +886-7-973-3588
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD 300ディスカウント 
  (朝食付きの客室タイプあり）

花蓮中正館：
市の中心部にある文学をテーマにしたホテル、
交通至便 +886-3-890-0069
• 宿泊料金を各部屋1泊につきTWD 300ディスカウント
  （朝食付きの客室タイプあり）

ホテル

「ジャストスリープ」はFIHリージェントグループが「上質なサービス、便利、快適」を理念にリー

ズナブルな料金で快適な宿泊をお届けするホテルブランドです。その特徴は整った設備、便

利な交通アクセス、快適な空間、おしゃれなテイスト、高速Wi�環境、５つ星のサービス、

リーズナブルな料金など。限りある予算の中で最高にお得な宿泊をご体験いただけます。

インターネット予約で最高

Just Sleep捷絲旅
（ホテル ジャストスリープ）

2020/1/1から 2020/12/31まで
Visaカードで当ホテル公式サイトよりご予約いただいたお客様には
次の特典をご用意しております

TWD 300割引
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北台湾の有名な温泉地、宜蘭県礁渓郷でも最も賑やかな街の中心に

位置します。「晶泉丰旅」は晶華麗晶酒店集団の初めての高級温泉

リゾートホテルです。

宜蘭県礁渓郷温泉路67号

+886-3-910-0000

www.wellspringsilks.com

ホテル

晶泉丰旅
ドリンクプレゼント

2020/1/1から 2020/12/31まで

公式サイトの料金に応じて優待をご利用いただけます

(ハリウッドスイートは人数分の朝食が付きます)。

全客室3日泉のドリンクいずれか2杯をプレゼントします

(3日泉の営業時間15:00~21:00、ラストオーダー20:45)

-  当館ホームページのカード払いプランのページでご予約ください

  https://member.silkshotelgroup.com/en/SPYJ/Package/Details/
  8cbb7834-8�0-42e3-9fef-8ec29bcf11ba
-  チェックイン時にフロントでVisaカードをご提示の上、

  チェックアウト時には同Visaカードでのお支払いが必要です

-  その他の優待キャンペーンとの併用はできません，またポイントもお使いいただけません

-  本特典は祭日と展示会開催期間中は適用されません。

  金曜、土曜、祭日の宿泊追加料金につきましては当ホテルのお知らせに準じます
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不老松足湯

打ち放しのコンクリートを生かし、落ち着いた雰囲気を作り出している当店は、まる

であの安藤忠雄が手がけた建物のようです。24時間営業なのでいつでもお客さま

を歓迎します。京都の嵐山温泉足湯のような和風空間でくつろいでいただけます。

約38～43度の温度に保たれた足湯は、特製の漢方入浴剤でストレス解消や

リラックス効果があります。また施術後は、亀苓膏（きれいこう）をデザートとしてご

提供し、心と体の元気を養います。これこそが当店ならではの養生法です。

- お支払い前にパスポートもくは居留証をご提示の上、

  有効なVisaカードをご提示のうえ、同カードでお支払いください

- 他の優待との併用はできません。また換金や返金もできません

- 詳しくは店内のお知らせをご確認ください

2020/4/1から  2021/3/31まで

Visaカードをご提示いただいた場合、マッサージが5% o�、

さらに足湯パック2つプレゼント

リラックス

m.facebook.com/youngsongshu3

+886-2-2571-7333

5% o� 
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ご利用上の注意

• 本優待特典をご利用いただく際は、お支払い時にパスポートもしくは居留証をご提示の上、有効なVisaカードでお支払下さい。

• 上記の特典は台湾国外で発行されたVisaカードでのお支払いのみ対象です。Visaカードには、Visaクラシックカード、Visaゴールドカード、Visaプラチナカード、Visaシグネチャーカード、

Visaインフィニットカード、Visaビジネスカード、Visaデビットカードを含みます。

• 上記の優待は本優待特典の参加加盟店の指定店舗でのみご利用いただけます。他のプロモーション、割引と併用することはできません。

また第三者への譲渡、現金や他の商品と交換することはできません。

• 上記の優待特典プレゼントは現物を基準とし、本優待プログラム参加加盟店は追加サービス、修理/保守関連サービスのご提供を保障しません。

• 上記の優待に関わる全責任・権利は、優待特典を提供する参加加盟店にあります。優待の内容は実際に提供された商品及びサービスを基準といたします。

優待参加加盟店による優待特典の不履行により万が一カード会員に損失が生じた場合、Visaはいかなる責任も負いません。

• 上記の優待特典内容は参加加盟店による公告に基づきます。Visaは優待特典内容の正確性を保証いたしません。

上記の優待特典内容の提供状況又は有効性については、直接、参加加盟店にお問合せください。

• 上記の優待特典内容はVisaカード会員のために提供されるものですが、本優待特典及び関連商品／サービスは、優待参加加盟店が独自に提供するものです。

カード会員が本優待特典に関連する商品／サービスの提供を受けた場合、カード会員と優待参加加盟店との間の契約であることを理解及び同意しているものとします。

またVisaは当該契約のいかなる一方も構成しません。

• カード会員が上記の本優待特典を使用、もしくは本優待特典に関連する商品及びサービスを使用する意図がある場合、下記の注意事項を予め理解し、

同意したものとします。

(a)カード会員が上記の本優待特典を使用、もしくは本優待特典に関連する商品及び／或いはサービスを使用する意図がある場合、

本優待特典に関連するクレーム、苦情あるいは争議

（以下、『クレーム』と称する）に対しての賠償責任の申し立てはすべてカード会員と優待参加加盟店との間で解決することとします。

カード会員はVisaに対していかなる責任の申し立ても行わないものとします。

(b)上記の約款の原則に反しない、及び法律が許可する範囲内において、使用もしくは使用意図のある上述の本優待特典関連商品／サービスを

起因とする人身傷害、死亡、不誠実の陳述、損害、不備が生じた場合、Visaは（直接・間接を問わず）損失、損害賠償、費用、支出、要求などいかなる

責任も負いません。

• Visa 及び優待参加加盟店は予告無く優待内容を修正、変更、中止する権利を有します。

• 優待特典の詳細規定及びその他の細則は、各優待参加加盟店店舗の公告を基準とします。



TIPS

Visa
• 海外旅行の際、Visaさえあれば多額の現金を持ち歩く必要が

ありません。カードの紛失・盗難などには十分ご注意下さい

0080-1-444-123

「Visa グローバル・カスタマー・アシスタンス・サービスセンター」
  (24時間営業) 。電話番号(コレクトコール)は

または

(台湾国内)

+1-303-967-1090

• 旅行中のカード紛失・盗難に関するお問い合わせ：

• 無料WiFi iTaiwanのご使用方法はitaiwan.gov.tw/en/をご参照ください

で快適な海外旅行を
お楽しみいただくために
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台湾トラベルインフォメーション

旅のインフォメーションサービス

観光インフォメーション 番号：0800-011-765
24時間フリーダイヤル 中国語・英語・日本語・韓国語にて対応可

外国人ホットライン：0800-024-111

英語番号案内106
英語での台湾国内番号案内

台湾観光バス
主要観光スポットバスツアーパッケージ情報

www.taiwantourbus.com.tw

台湾トリップ
観光地までのシャトル バス情報

www.taiwantrip.com.tw

台湾観光情報
www.taiwan.net.tw

台湾ホテル情報
www.taiwanstay.net.tw

台北MRT路�図
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